
令和4年度　登録事業所一覧 （４月２１日現在　９５件）

チラシ区分 事業所名 住所 ＴＥＬ 主な工事内容

旭川ガス㈱江別支社 江別市野幌末広町38-2 382-4211 ガス・灯油機器リフォーム工事

旭川ガス住設㈱江別支店 江別市野幌末広町38-2 389-6033 ガス・灯油機器リフォーム工事

㈲アシスト北海道 江別市上江別南町25-12 382-6371 住宅リフォーム工事、スチールカーポート設置・舗装工事

アライリフォーム 江別市緑町西1丁目17-1 398-3039 建物の点検・修理、リフォーム全般

㈱アルファリフォーム 江別市東野幌本町19-22 391-2652 住宅リフォーム全般

㈱石﨑組 江別市幸町14-3 382-5141 一般住宅、建築（設計・施工）、リフォーム

㈱いわせき 江別支店 江別市上江別419-13 382-3525 住設機器、冷暖房機器

㈲インテリア ナガオ 江別市緑町西１丁目56 382-4138 リフォーム工事全般

エア・ウォーター・ライフソリュー

ション㈱ 江別サービスセンター
江別市向ヶ丘49-6 381-4931 ガス・灯油機器・住設機器、リフォーム全般

㈱エネサンス北海道　江別ガスショップ 江別市野幌町33 382-3323 リフォーム全般

㈱エムエストータルプラン 江別市向ヶ丘7-3 381-6861 リフォーム全般

エムテクニカルサービス 江別市大麻泉町11-10 386-3552 住宅リフォーム全般、カーポート新設舗装工事

㈱オーテック 江別市緑町東３丁目54-2 802-5930 新築工事、リフォーム工事、外壁工事

㈲川代建業 江別市文京台南町36-1 386-9810 一般建築業（新築・リフォーム、外構）

㈱川村工務店 江別市文京台9-3 375-7050 総合建築、リフォーム他

㈲キタガワ 江別市野幌松並町5-16 385-2869 内装、外装、外構、水廻り

㈲キムラ建装 江別市野幌代々木町21-3 381-2510 リフォーム全般

㈱Ｋ・Ｉデザイン 江別市元江別860-12 375-0369 ログハウス、ウッドデザイン外構工事

コンパスおおあさ 江別市大麻泉町3-48 386-1074 リフォーム、家電設置工事

札陽建設工業㈱ 江別市上江別東町14-2 382-2240 住宅工事全般（外壁張り替え・外壁塗装・内装工事など）

菅原プランニング㈱ 江別市緑ヶ丘12-5 382-1872 住宅リフォーム全般

ストレート工建㈱ 江別市野幌屯田町33-5-C 385-1833 リフォーム

㈱太陽プラザ 江別市野幌町35-6 382-2203 家電設置工事、リフォーム家まるごと

㈲ダイリン創建 江別市緑ヶ丘15-8 382-0882 新築・増改築、リフォーム工事、内装工事、外構工事

㈱多田工務店 江別市一番町27-13 385-1621 新築・増築・リフォーム

㈱津嶋工務店 江別市野幌屯田町29-21 383-1204 新築、増改築、リフォーム

道東ハウス工業㈱江別支店 江別市上江別西町2-3 383-2229 一般住宅（新築・リフォーム全般）、外構工事

トクダリフォームサービス 江別市野幌代々木町47-15 381-9911 水廻り、大工工事、外壁・屋根板金等のリフォーム全般

ネオス建築㈱ 江別市５条４丁目8-3 378-9143 総合建築（リフォーム全般）

㈲ハウス・リコー(リコット スマイル) 江別市東野幌本町20-1-101 389-7733 外壁サイディング、リフォーム全般

㈲福住建 江別市見晴台1-3 381-7100 住宅・建築・総合リフォーム

船木建設㈱ 江別市元江別本町20-1 382-3353 建設工事全般（新築、リフォーム）

ホーム技研㈱ 江別市東野幌213-11 391-0477 外壁・サイディング貼り替え、増改築工事

北登建設工業㈱ 江別市野幌住吉町37-9 385-0225 総合建築

北洋建設㈱ 江別市野幌寿町16-3 382-3255 建築工事全般

㈱保科工務店 江別市大麻新町23-5 386-0001 建築工事（住宅の新築、リフォーム等）

㈲細川組 江別市東野幌385-1 398-6472 建築工事全般

細田木工㈱ 江別市高砂町14-4 385-2233 新築・リフォーム

堀場建設㈲ 江別市大麻ひかり町43-13 386-0717 リフォーム全般

㈱まちのでんき屋太陽 江別市大麻中町1-17（中町商店街内）386-8021 各メーカー家電設置工事、取付、修理、電気工事、各種リフォーム

㈲マルキン宮越工務店 江別市野幌屯田町8-3 384-5943 リフォーム全般、水廻り工事

㈱丸壽大桃工事部 江別市工栄町21-20 381-3800 住宅一般、リフォーム工事

㈱三浦建設 江別市角山427-4 384-8035 一般住宅等の新築、増改築、リフォーム工事、設計、施工

村木工務店 江別市上江別南町44-8 383-7095 住宅リフォーム全般

木工房 江建社 江別市大麻桜木町19-17 080-6081-6899 住宅リフォーム全般

㈱康建築 江別市緑町西1丁目49-3 389-3204 住宅・外装工事、住宅設備機器交換等、ガレージ・カーポート・物置設置

㈲やまほ 江別市幸町15-24 383-6087 リフォーム・家電設置工事
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チラシ区分 事業所名 住所 ＴＥＬ 主な工事内容

ユアーズ建設㈱ 江別市野幌代々木町63-25 215-5059 建築全般（新築、リフォーム、増築）

ＬｉｘｉＬ リフォームショップ　外山ホーム 江別市上江別西町3-15 384-5761 リフォーム全般（水廻り、外壁、その他）

㈱リビング水谷 江別市弥生町23-13 385-4055 エクステリア（カーポート、ガレージ、物置）、塗装、サイディング、水廻り(風呂、キッチン、トイレ、洗面台、給湯機器等)

リフォームのシリウス 江別市見晴台36-11 385-2750 リフォーム全般

㈲竹本板金 江別市緑町西１丁目60 383-2617 屋根葺替工事、外壁サイディング工事

㈲浜野金属工業 江別市野幌末広町8-6 384-0262 建築板金

㈱藤原板金 江別市江別太686-10 383-1293 屋根・外壁板金工事

㈱堀江板金工業 江別市上江別東町10-10 382-3534 屋根板金及び外壁金属サイディング工事

あおば塗工舎 江別市野幌住吉町25-43 206-6100 住まいの塗装全般、外壁サイディング、住宅リフォーム

㈱江別建装 江別市元江別738-22 384-3832 塗装工事

㈲加藤塗装工業 江別市野幌寿町8-6 384-5998 一般建築塗装工事

Ｋペイント 江別市野幌住吉町25-47 382-6385 塗装工事

㈱幸和塗装 江別市大麻沢町2-1 386-1649 塗装

小林塗装 江別市野幌町77-10 383-1450 建築塗装

㈱サイトウ塗装 江別市一番町24-1 382-5652 外壁塗装、屋根塗装、防水工事、住宅リフォーム

佐々木塗装 江別市牧場町4-16 807-0997 住宅外壁・屋根塗装工事

㈲島田塗装 江別市大麻泉町50-24 383-4290 一般建築塗装工事

㈲スズキ塗装 江別市元江別868-5 384-0140 建築塗装

そら塗装 江別市あさひが丘34-3 090-6698-9343 一般建築塗装、内装塗装工事、ジョイント目地処理

高橋塗装工房 江別市朝日町23-13 558-5152 住宅屋根外壁塗装工事、屋根板金工事、内装クロス工事、住宅暖房設備工事、サイディング工事

地花建工 江別市野幌若葉町93-39 383-9554 住宅、マンション外壁、屋根塗装工事

土田塗装 江別市ゆめみ野南町32-8 389-3610 住宅の屋根・外壁塗装、コーキング打ち替え、補修等

なかたに塗装 江別市大麻宮町4-15-205 386-4871 住宅、外部、内部他塗装工事

藤塗装工業㈱ 江別市幸町29-5 384-3710 一般住宅の屋根・壁の塗装工事

㈲星谷塗装工業 江別市東光町37-17 383-6403 外壁、屋根塗装

Ｒｅｐａｉｎｔ（リペイント） 江別市新栄台68-1 383-3002 一般建築塗装、防水工事、コーキング、リフォーム事業

㈱喜多商店 江別市3条2丁目17 382-3170 クロス、襖、障子、畳工事

㈲きわみ畳 江別市野幌若葉町1-9 311-8943 畳、襖、障子、網戸貼替・新調、内装リフォーム、塗装工事、板金工事、外構工事

㈲斉藤畳店 江別市野幌住吉町13-9 382-2956 畳

㈲赤石工業 江別市豊幌416-1 383-4441 水廻り工事（給排水設備等）

いわすい建設㈱ 江別市東野幌本町12-2 383-4674 水廻り工事、外構工事、アスファルト舗装

水設エンジニアリング㈱ 江別市文京台東町22-9 887-6465 木造住宅の新築・改修に伴う給排水・冷暖房等、空調設備工事

㈱龍田工務店 江別市高砂町3-2 382-2894 上下水道設備工事

㈱日邦設備工業 江別市錦町46-11 383-6618 水廻り　リフォーム工事全般（台所、洗面、浴室、トイレ、給湯器、各種蛇口取替等）

㈱石川組 江別市上江別西町42-6 382-4367 外構工事全般

㈱石川舗道 江別市見晴台97-2 382-0991 アスファルト舗装、インターロッキング、車庫、カーポート

㈱ＳＳラボ 江別市元江別866-13-2Ｆ 080-1880-0421 外構工事、内装工事

㈲江別舗装 江別市上江別457-1 385-6500 土木、舗装工事

㈲大藤組 江別市野幌美幸町31-15 385-9725 塀、アスファルト舗装、インターロッキング、カーポート他

㈲岡田舗道工業 江別市元野幌1183-20 382-7522 外構工事、舗装工事

㈱花匠ばら壱 江別市角山425-4 381-7677 洋風木製ガーデン工事（フェンス・アーチ）

㈲住まいの綜合営繕工業 江別市緑町西２丁目7-2 385-5789 リフォーム全般、造園他、水廻り工事など営繕に関わる事業

清光建設㈱ 江別市野幌美幸町31-8 383-8241 建設業（外構工事、舗装工事、塀工事）

㈲のっぽろ実業 江別市東野幌378-1 382-0636 外構工事

㈱荒木商店 江別市野幌末広町5-1 382-2488 断熱ペアーガラス・サッシ・ドア、網戸、風除室、カーポート

エナジー総合サービス㈱ 江別市朝日町40-1 385-4718 暖房ボイラー、給湯ボイラー、エアコン、IH、トイレ取付工事

㈲おおあさ商会 江別市大麻ひかり町34-1 387-0123 ストーブ・ボイラー交換工事

㈱コバエンジニア 江別市西野幌127-1 382-8555 木製カーポート、雪庇防止装置

外構工事

（造園・門・塀・

アスファルト舗装

等）

その他

総

合

建

築

（

リ

フ

ォ

ー

ム

全

般

）

板金工事

（屋根・外壁等）

塗装工事

（屋根・外壁等）

内装工事

（室内装飾・畳等）

水廻り工事

（バス・トイレ・

キッチン・

給排水設備等）


